
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
むつ市川内町商工会（法人番号 5420005006284 ） 

むつ市      （地方公共団体コード 022080） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目  標 

①事業計画策定の重点支援による小規模事業者の自発的な経営力の向上 

②円滑な創業支援及び事業承継支援による小規模事業者減少の抑制 

③地域資源の新たな需要にむけた売り込みによる販路拡大 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1．地域の経済動向の調査に関すること  

①管内の景気動向調査 

②国が提供するビックデータの活用 

2．経営状況の分析に関すること 

①経営分析を行う事業所を発掘するために分析の重要さを理解するため

のセミナーの開催 

3．事業計画策定支援に関すること 

①事業計画策定セミナーの開催による事業計画の策定支援 

②創業相談窓口の設置による創業計画の策定支援 

③事業承継相談窓口の設置による事業承継計画の策定支援 

4．事業計画策定後の実施支援に関すること 

①それぞれの事業者に応じたフォローアップ支援の取り組み 

5．需要動向調査に関すること 

①地域資源を活用した新商品等に関するアンケート調査の実施 

  ②個店顧客に関するお客様アンケート調査の実施 

6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①ニッポン全国物産展出展事業（ＢtoＣ） 

  ②青森の正直商談会（青函交流商談会）参加事業（ＢtoＢ） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

  ①かわうち・わきのさわまちづくり協議会の設置 

  ②かわうち・わきのさわブランドの確立と商品開発 

連絡先 

むつ市川内町商工会 

〒039-5201 青森県むつ市川内町川内 115-9 

TEL：0175-42-2301 FAX：0175-42-3944  

E-mail：skawauti@sweet.ocn.ne.jp 

むつ市 経済部 産業雇用政策課 

〒035-8686 青森県むつ市中央 1-8-1 

TEL：0175-22-1111 FAX：0175-22-1373 

E-mail：mt-sangyo@city.mustu.lg.jp 

 





- 2 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯛島（たいじま）※下北ジオパーク 

陸奥湾の湾口部に位置する脇野沢地区に

あり、絶えず動く海流の出入口になって

います。このため、タラやイワシといった

多くの回遊魚が季節ごとに集まる漁場と

なっており、海底火山の噴火でできた鯛

島は伝説の島として知られている 

野平（のだい）高原 ※下北ジオパーク 

陸奥湾に注ぐ川内川の上流部に広がる野

平高原は戦後に開拓され、農業が行われる

ようになり、現在もカルデラの盆地地形を

生かした高原野菜の栽培や牛の放牧が行

われている。 

 

川内の水産資源を育てる川内川 

陸奥湾の海底には砂や泥が溜まり水深が

浅いため、ホタテの生育に適した海域と言

われており、川内では森の豊富な栄養が海

に流れてくるため、ホタテの養殖が盛んに

行われています。また、ナマコやホヤなど

の無脊椎水産資源も豊富に生息していま

す。  

下北ワイン 

川内地区の袰川（ほろかわ）では火山噴出物に

よるゆるやかな斜面を利用して、ぶどうの栽

培が行われている。下北地域は「やませ」によ

る冷害などが発生するため、果樹不毛の土地

だといわれてきたが、関係者の長年の努力に

よってぶどう畑が広がっていき、そのぶどう

を使った「下北ワイン」が生産されている。 
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○小規模事業者の構成(現在) 

区 分 
農林

水産 
鉱業 

建設

業 

製造

業 

卸小

売業 

金融

保険 

不動

産 

運輸

通信 

宿泊

飲食 

サー

ビス

他 

計 

事業所数 1 1 40 10 54 1 3 3 27 47 187 

構成比(％) 0.5 0.5 21.4 5.3 28.9 0.5 1.6 1.6 14.4 25.1  

※むつ市川内町商工会内部資料より 
 

③構成比の高い 4業種小規模事業者の現状と課題 

 

■小売業 

川内地区では最盛期だった平成 3 年には中浦町の国道 150ｍにかけて約 60 店舗の商

店街があったが、現在そのほとんどは廃業、閉店し 20 店舗が点在して営業している。

また脇野沢地区では最盛期に 25 店舗の商店街があったが、現在は 4 店舗のみとなって

おりかつてのメインストリートの面影はなくなってしまった。両地区の中心部の商店街

はシャッター通りとなり存在しないに等しく、残っている店舗事業主の中で後継者難の

課題をもつ割合が 80％以上と事業の存続や承継に不安を抱えている方が多く、今後にお

いても廃業の増加が予想されている。現在の地域住民の購買動向は川内地区にある大型

スーパー1 件に集中している。またこの大型スーパーでは毎日地区内各町内へお買い物

バスを出しており、自家用車のない高齢者の顧客を獲得している。 

地域外では約 25ｋｍ離れたむつ市中心部（旧むつ市）に拠点となる官公庁舎、総合病

院、高等学校等があり、通勤する人口も多い為、中心部の大型商業施設、ドラックスト

ア、ホームセンター等への消費購買力の流出が著しい。 

 

■建設業 

近年は公共工事の減少や域外の土木建設業者の参入・競争の激化により、地元建設業

者の受注額は減少傾向にある。建築業者においても人口減少に伴い新築受注が減少傾向

にあり、リフォームや修繕等工事単価が低い受注にとどまり、売上・利益とも減少して

いる。技術者の高齢化や大手企業による引き抜きによって労働力不足も生じており、今

後の受注獲得や技術承継にも不安を抱いている。 

 

■飲食業・宿泊業 

飲食業については、地域住民のほか、観光客やビジネス客等の入れ込みが見られるが、

スーパーの総菜や弁当を利用するお客も多い。地区内では 6店ありそれぞれの特徴やオ

リジナルメニューを提供している。地場食材を使ったメニュー展開や誘客など地域資源

や独創性を醸し 出しやすい業種であるが特に地域資源が活かされていない現状にあ

る。最近は原料高やコスト高、労働力不足等に苦慮している。 

宿泊業については、かつては温泉郷として栄えた湯野川地区に温泉旅館が 2件あり、

その他川内地区にホテル 1件と脇野沢地区に民宿が 3件、ユースホステル 1件がある。 

近年の観光客の動向をみると、当地区は観光ルートの通過ルートとなっており、他の観

光地で宿泊するといったケースが多く、地域資源を活用した商品等の特色を打ち出せて

いないことや、外部への情報発信の少なさが原因と考える。 
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■製造業 

川内地区には、平成 20年にむつ市が誘致し、本州最北のワイナリー「下北ワイン」と

して宣伝し、各品評会などで高い評価を得るなどの宣伝効果により今や全国に認知され

てきている「サンマモルワイナリー」があり、地域資源の PR による食と観光を結びつ

けた新たな観光商品の開発が期待できるため、関係機関との強固な連携が期待されてい

る。 

また、基幹産業である養殖ホタテの加工を行う製造業者は 2事業所あり、主にホタテ

のボイル加工や乾燥等の中国向け食材としての加工を行っている。そのほかの地域資源

であるナマコやタラについても 2次加工を行う前に全国へ流通してしまうため、ナマコ

やタラの新しい食べ方やお菓子等の商品化による特産品を開発し、新たな需要へむけて

売り込んでいくことで活性化を図ることができる。 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方  

 

 ①10年程度の期間を見据えて 

   地域内の小規模事業者は、今後の 10 年間を考えると急激な経済状況の変化、少

子高齢化、人口減少の進展という大きな変革にさらされる。そのため、地域内で継

続して事業を行えるように地域内需要の掘り起こしと、さまざまな知恵を働かせた

活性化への取り組みが不可欠である。また、地域内需要にとどまらず、周辺町村や

青森県内、青森県外で市場を確保し、川内脇野沢地区内の雇用・地域資源の活用な

どで一層地域貢献ができ、今後とも地域住民の暮らしが維持できる役割を担うよう

な事業展開が小規模事業者に求められる。地域内、地域外、共に地域の人たちと一

緒になり、それぞれの役割を持って取り組んでいくことで、この変革期を乗り越え

て活路を見出すことが必要である。 

 

②むつ市総合経営計画との連動性・整合性 

   むつ市総合経営計画では、経営者の高齢化、後継者不足等の理由による廃業や、

人口減少やインターネット等による通信販売型の消費拡大の影響、大型店の進出に

よる集客力の低下等により、商工業の経済活力低下が懸念されている。この現状と

課題に対し、むつ市では施策の方向性として、商工業の振興について消費者ニーズ

の多様化に応じた新商品・新サービスの開発など産業競争力強化による新たな産業

の創出や既存産業の支援を基本計画としており、当会の計画している経営発達支援

事業の目的と合致しており、今後もむつ市と情報を共有しながら担当課である経済

部産業雇用政策課とともに経営発達支援計画の遂行を図る。 

 

 ③商工会としての役割 

これまで金融、税務、労働相談等の経営改善普及事業を展開し、小規模事業者へ

の基礎的支援に携わってきたが、地域の小規模事業者の経営環境がより一層厳しく

なり、経営課題も複雑かつ多様化している。こうした小規模事業者がおかれている

局面において、青森県並びにむつ市、青森県商工会連合会、川内町観光協会、むつ

市脇野沢地区観光協会、その他の支援機関と連携を密にし、事業者に寄り添う伴走

型支援を強化し、小規模事業者の振興を図る。 
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（３）経営発達支援事業の目標と達成に向けた方針 
 

  長期的な振興のあり方や、地域の現状及び課題をふまえ、以下のとおり３つの目標

と方針を定め、経営発達支援計画を遂行していく。 

 

目標① 

事業計画策定の重点支援による小規模事業者の自発的な経営力の向上 

方針① 

   小規模事業者自らが、需要動向や経営分析結果を事業計画に落とし込むことで、

事業計画策定の重要性を認識し経営課題の把握に努め、自社の強み・弱み等を理解

したうえで経営改善につなげ、経営基盤を安定させ事業継続できるよう、経営力向

上に向けた支援策を伴走型支援で実施する。 

 

 

 

目標② 

円滑な創業支援及び事業承継支援による小規模事業者減少の抑制 

方針② 

創業希望者や事業承継予定者の掘り起しを行い、当会に創業相談及び事業承継相

談の窓口を設置する。相談内容に応じ外部専門家との連携を図りながら、円滑な創

業計画及び事業承継計画の策定へ繋げ計画実行を支援する。 

 

 

 

目標③ 

地域資源の新たな需要にむけた売り込みによる販路拡大 

方針③ 

地域の経済動向調査や需要動向調査データを実施し、その調査結果を小規模事業

者が新商品開発、販路開拓に取り組む際の消費者ニーズ把握に活用するほか、事業

計画策定の参考資料として活用する。専門家アドバイスや商品ＰＲなどの支援を行

い、販路開拓のための商談会、展示会等への参加促進を支援する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和 2 年 4月 1日～令和 7年 3月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

 

2．地域の経済動向の調査に関すること 

 

（１）現状と課題    

 これまでの地域経済の動向については、平成 29 年度まで全国連から委託された中小

企業景況調査を行ってきたが、調査報告書の結果については対象事業所に配布するだけ

にとどまっており、一部の事業所にしか情報が行き渡らず、支援における基礎資料とし

て十分に活用してこなかった。 

 今後は、商工会独自調査による当地区の経済動向の調査分析、国のビックデータを活

用した専門的な分析を行い提供することで、小規模事業者の経営支援に活用することに

より事業計画の策定につなげていく。 

 

（２）事業内容 

 

①管内の景気動向調査  

当地域の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合

会による「小規模企業景況調査」に独自の調査項目（売上高・採算・資金繰り等）

を追加し、川内・脇野沢地区の小規模企業の景気動向等について年 4 回調査分析

を行い、地域経済の動向把握に役立てる。 

  【調査対象】管内小規模事業者 20社（製造業、建設業、小売業、サービス業から 5

社ずつ） 

  【調査項目】売上高、客単価、客数、資金繰り、採算、長期借入金、業況等の今期、

前期、来期の見通しに対する比較や、直面している経営課題等 

  【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

  【分析方法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う 

 

  ②国が提供するビックデータの活用 

     当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資

源を集中投下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」

(地域経済分析システム)を活用した地域の経済動向分析を行い、年 1回公表する。 

  【分析手法】・地域経済循環マップ・生産分析 → 何で稼いでいるか等を分析 

       ・まちづくりマップ・From-to分析 → 人の動き等を分析 

       ・産業構造マップ → 産業の現状等を分析 

       上記の分析を総合的に分析し事業計画策定支援等に反映する。 
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（３）成果の活用 

 ①情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知

する。 

 ②経営状況の分析や需要動向調査、事業計画策定支援時の提供資料として支援に活用

する。 

 

（４）目標 

 

3．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

これまでは、窓口相談・巡回指導による記帳指導や金融指導等の相談事案があった都

度に営業利益や売上高等の変化の把握が中心であり、具体的な計画や目的をもって実施

していなかった為、より詳細な改善提案を行うことが必要である。 

また、管内商工業者の多くは、自分の経験を頼りにしており、分析や目標設定による

事業計画を作るといった認識が不足している為、計画を策定することの意義を理解して

もらうことが必要である。 

 

（２）事業内容 

①経営分析を行う事業所の発掘のため、分析の重要さを理解するためのセミナーを開

催する。講師は法定経営指導員等が行う。 

 

【募集方法】地区内新聞へのセミナー開催チラシの折り込み広告及びＨＰでの周知 

【開催回数】年４回（4半期に１回毎） 

【参加者数】1回につき 25名程度(年間 100 名) 

【カリキュラム】ステップ 1「なぜ経営分析が必要か」 

        ステップ 2「財務諸表で何が分かるか意味を知ろう」 

        ステップ 3「経営分析の手法について知ろう」 

        ステップ 4「自社の経営分析をしてみよう」 

②経営分析の内容 

【対象者】 セミナー参加者の中から意欲的で販路拡大の可能性の高い事業者を選定 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を

行う 

     ○財務分析 売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率等 

     ○ＳＷＯＴ分析 強み、弱み、脅威、機会 

【分析方法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の「経営計画つくるく

ん」等のソフトを活用し、経営指導員が分析を行う 

項目 現状 
令和 

２年度 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

①管内の動向調査の

公表回数 
未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

②ビックデータの 

分析調査の公表回数 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 
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（３）成果の活用 

 分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。また

分析結果並びに分析方法については、データベース化し内部共有することで、経営指

導員や他の職員のスキルアップに活用する。 

 

（４）目標 

項目 現状 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

①開催回数 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

②分析件数 未実施 20件 20件 20件 20件 20件 

 

4．事業計画策定支援に関すること 

  

（１）現状と課題 

これまでは、小規模事業者の金融斡旋や持続化補助金等の申請時に求められる事業

計画の策定を単発的に支援するのみで、根本的な経営課題を解決し発展するための、

事業計画策定や策定への働きかけは行っていなかった。これからは、小規模事業者が

自社の経営課題を理解し、事業の持続発展のための事業計画を策定できるように支援

していかなければならない。 

 

（２）支援に対する考え方 

今後は、経営環境の変化並びに経営課題を克服するための事業計画の必要性を理解

してもらいながら、支援対象者の掘り起しに努め、「地域の経済動向調査」及び「経営

状況の分析」、「需要動向調査」の結果による定量・定性分析双方を理解したうえで、

個々の小規模事業者が自社の今後の方向性を考えていけるような支援を目指す。 

また、創業を目指す方や事業承継を考えている方にむけた支援についても事業計画

の策定は重要であるため、個別相談を行い青森県商工会連合会・青森県よろず支援拠

点と協力して円滑な創業及び承継ができるよう事業計画の策定支援を行っていく。 

 

（３）事業内容 

 

①「事業計画策定セミナー」の開催による事業計画の策定支援 

小規模事業者が、事業計画策定の必要性を理解し、経営分析により導き出した経

営戦略や課題解決策を事業計画に落とし込むため、経営分析を行った小規模事業者

を対象に外部専門家と連携しセミナーを開催する。策定にあたっては地域の経済動

向、経営分析、需要動向の情報を活用し課題解決に向けた事業計画策定の支援を行

う。併せて、専門性が高いなど状況に応じて外部専門家と連携し計画のブラッシュ

アップを支援する。 
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■セミナ―開催 

  【募集方法】  経営分析を行った事業者へ巡回し文書および口頭にて通知し参加

を促す 

  【回 数】   年２回（分析セミナー２回開催毎に１回） 

  【カリキュラム】ステップ 1「なぜ事業計画が必要か」 

          ステップ 2「事業計画の基礎を知ろう」 

          ステップ 3「今後１年間の計画を決めよう」 

          ステップ 4「事業計画書を作ってみよう」 

   ※事業計画を作ったことがない事業主でも簡単に１年間の計画を立ててみるこ

とで、計画書作成への抵抗をなくし、柔軟な考えを持つことでモチベーション

をあげることが出来るよう内容を工夫して行う。 

  【参加者】 経営分析を行った事業者 

 

■事業計画の策定 

  【支援対象】事業計画策定セミナー参加者を対象とする 

  【手段・手法】事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員が外部専門家を

交えて個別に対応し、確実に事業計画の策定につなげていく。 

     

②「創業相談窓口の設置」による創業計画の策定支援 

    商工会に創業相談窓口を設置し、ＨＰで発信し創業希望者の掘り起こしを行い、

希望者には職員によるヒヤリングの後、青森県よろず支援拠点が開催している個

別相談に参加を促し、希望があれば職員も帯同する。相談後は、日本政策金融公庫

の創業計画書様式を活用し、巡回や窓口により創業計画の策定を進めていく。尚、

策定の途中や案が出来たところで、外部専門家のアドバイスを加えながら支援す

る。 

   

③「事業承継相談窓口の設置と巡回訪問」による事業承継計画の策定支援 

      商工会に事業承継相談窓口を設置し巡回訪問により、承継予定者の掘り起こしを行

う。また、HP でも商工会で事業承継相談を行っていることを周知し掘り起こしを行う。承

継予定者には中小企業庁の事業承継マニュアルを活用し、職員が継続的に支援し、専

門性が高い場合など状況に応じて外部専門家と連携して事業承継の計画策定を支援

する。 

 

（４）目標 

項目 現状 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
事業計画策定セミナー

開催回数 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定件数 未実施 15件 15件 15件 15件 15件 

創業相談による創業計

画策定件数 
未実施 3件 3件 3件 3件 3件 

承継相談による事業承

継計画策定件数 
未実施 3件 3件 3件 3件 3件 
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5．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

これまでは、事業計画の策定や策定後の支援については、「事業計画の策定支援」 と同

様にフォローアップが不足しており、そもそも計画自体がなされていなかったのが現状であ

る。 

今後は、代表者自ら事業に携わっている小規模事業者の場合、事業計画の必要性は理

解しつつも実際に計画を遂行するまでにはいかないのが現状であることから、巡回指導等に

よる支援が必要である。本計画では、経営指導員等が進捗状況を確認する他、小規模事業

者の状況に応じた助言・指導を行い、必要に応じて金融指導、各種支援策の活用や、専門

家派遣制度の活用を通じたフォローアップを行い、経営課題を解決し事業計画が円滑に実

施されるように定期的に再確認をとる体制で支援を行う。 

 

（２）事業内容 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、

訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を

減らしても支障ない事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 具体的

には、事業計画策定 15社のうち、5社は毎月１回、5社は四半期に 1回、他の 5社に

ついては年２回とするが、事業者からの申出等によっては臨機応変に訪問対応する。

なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合

には、他地区等の経営指導員等や外部専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズ

レの発生要因及び今後の対応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行

う。 

  また、創業計画の策定者及び事業承継計画の策定者については、毎月 1回訪問し、

計画と現状を照らし合わせ、進捗状況を確認し、計画との間にズレが生じていると判

断する場合には、他地区等の経営指導員等や外部専門家など第三者の視点を必ず投入

し、当該ズレの発生要因及び今後の対応方策を検討のうえ、フォローアップを行う。 

 

（３）目標 

 

事業計画策定者 

項目 現状 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
未実施 15社 15社 15社 15社 15社 

頻度（延回数） 未実施 90回 90回 90回 90回 90回 

売上増加事業者数 未実施 5社 5社 7社 7社 10社 
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創業計画策定者 

項目 現状 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

頻度（延回数） 未実施 36回 36回 36回 36回 36回 

売上増加事業者数 未実施 1社 1社 2社 2社 2社 

 

 

事業承継計画策定者 

項目 現状 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

頻度（延回数） 未実施 36回 36回 36回 36回 36回 

売上増加事業者数 未実施 1社 1社 2社 2社 2社 

 

6．需要動向調査に関すること 

  

（１）現状と課題 

当地域の小規模事業者は、大型店の進出により価格・品揃えはもとより、本来優位でなけ

ればならないはずの顧客ニーズへの対応においても対抗できていない現状が見受けられ、

従来の経験に基づく経営が行われているのが現状である。商工会においては、地域や小規

模事業者の販売する商品又は提供するサービスの需要動向に関する情報収集、整理・分

析は実施していなかった。また、巡回等の際にも経営指導員等から積極的な需要動向に関

する情報提供などは希薄であった。 

今後は、需要を見据えた経営戦略の策定やターゲットニーズを捉えた新たな需要開拓の

ために、需要動向に関する情報を収集、整理、分析し、新商品・新サービスの需要開拓の足

掛かりとすることで、事業計画を作成し、より実効性のある計画とすることを目的とし実施す

る。なお、アンケートの実施に当たっては、他の調査事例を参考にしつつ商工会としてサポ

ートする。  
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（２）事業内容  

 

①地域資源を活用した新商品等に関するアンケート調査の実施  

 

地域資源を活用した新商品開発や既存商品の改良等を継続的に行う小規模事業者

を対象に、「道の駅かわうち湖」において、試食及び試飲、来場者アンケートを実施す

る。 調査結果を分析し、当該事業者へ提供する事により、新商品開発等や販路開拓に

役立てる。 

【サンプル数】来場者 50 人  

【調査手法】「道の駅かわうち湖」の来場者が増加する 5月と 10 月（計 2 回） 

来場客に開発中のホタテの加工品や下北ワインなどの新商品を試食してもら

い、経営指導員等が聞き取りの上、アンケート票へ記入する 

【調査項目】 

・基本項目  年齢、性別、住居地域、来店頻度等 

・個別項目  特色を活かした新商品に関する満足度・評価・食味・食感・価格・

パッケージ等 (調査項目は事業者と検討) 

【分析手法】調査結果は、県連エキスパートバンク、よろず支援拠点など専門家の視点を

加えながら経営指導員が分析を行う 

 

【活用方法】調査結果をその商品の製造を行う事業者へフィードバックし、商品等改善・改

良や需要を見据えた販売戦略など個社の事業計画策定に役立てる 

 

 

②個店顧客に関するお客様アンケート調査の実施 

 

事業計画を策定する小規模事業者を対象にお客様アンケートを実施する。 

このアンケートは地元消費者の利用拡大を目的に自店の利用客を対象として行い 

分析して基礎データとして活用する。  

 

【サンプル数】個店顧客 50人  

【調査方法】 小売業、サービス業、飲食業の事業計画を策定した小規模事業者を対象 

に個店の商品、メニュー、サービスについての満足度調査を行う。 

お客様が個店利用時に経営指導員等が聞き取りの上、アンケート票へ記入

する。 

【調査項目】 

・基本項目  年齢、性別、居住地域、来店頻度等  

・個別項目  店の雰囲気、商品やメニューの品揃え、サービスの内容、 

価格等(調査項目は事業者と検討)  

【分析手法】調査結果は、県連エキスパート、よろず支援拠点など専門家の視点を加えな

がら経営指導員が分析を行う 

 

【活用方法】調査結果をそのアンケートを行った事業者へフィードバックし、サービス・商品

等改善・改良や需要を見据えた販売戦略など小規模事業者の事業計画策定

に役立てる 
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（３）目標 

項目 現状 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

①地域資源を活用した新

商品等に関するアンケート

調査対象事業者数 

未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

②個店顧客に関するお客

様アンケート調査 

対象事業者数 

未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

 

7．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  

（１）現状と課題 

これまでの新たな需要への開拓については、小規模事業者自身の販売促進と商工会

等の開催するイベントや展示会・商談会等の開催情報の周知や参加勧奨にとどまって

おり、積極的な需要の開拓に資する取り組みがされていなかった。 

 これからは、展示会・商談会等の出展に係る事前、事後のフォローを計画的に行い、

事業者の開拓意欲を増進させるように支援していかなければならない。 

 

（２）事業内容 

   ①ニッポン全国物産展出展事業（ＢtoＣ） 

    商工会が「ニッポン全国物産展」において１ブースを借り上げ、事業計画を策

定した事業者を優先的に出展し、新たな需要の開拓を支援する。 

事前支援として、効果的販売を行うための陳列方法、POPの効果的な活用方法、

映像や音楽を使った販促方法について専門家と連携し準備を行い、物産展終了後

には、事後支援として経営指導員等が訪問時にお客様の反応や感想を聞き取り、

売上数量などのデータとともに実績報告を作成し、課題や反省点を整理し商品の

ブラッシュアップが出来るようＰＤＣＡサイクルの検証を行う。 

  ※「ニッポン全国物産展」は全国商工会連合会が主催し、毎年１１月に東京都で開

催され、来場者は開催期間３日間で１５万人、出展数は３５０社の恒例イベン

トであり、全国より地域資源や伝統技術を活かした特色ある産品をＰＲする場

となっている。 

 

  ②青森の正直商談会（青函交流商談会）参加事業（ＢtoＢ） 

    商工会が毎年事業計画を策定した事業者を優先的に参加させる。事前支援とし

て、効果的な展示方法、プレゼン能力向上について専門家と連携し商談の成立を

図る。また、商談会終了後には、課題や反省点を整理し商品のブラッシュアップ

が出来るようＰＤＣＡサイクルの検証を行う。 

 ※「青森の正直商談会」は青森県が主体となった実行委員会により企画されており、

毎年７月に青森で開催している個別商談会であり、バイヤー数約 300社、参加事

業者 100社が、農林水産物及び加工品の販路拡大を図る為に開催している。 
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（３）目標 

項目 現状 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

①ニッポン全国物

産展参加事業者数 
未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

売上額／社 ― 10万 10万 10万 10万 10万 

②青森の正直商談

会参加事業者数 
未実施 5社 5社 5社 5社 5社 

成立件数／社 ― 1件 1件 2件 2件 3件 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

 8.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

  これまで、季節毎のイベントやそれぞれの実施団体によるイベントが行われている

が、目的や効果の検証、改善がなされず毎年単発的に実施され、小規模事業者への経

済的波及や効果の持続が少なく地域活性化の方向が見出せない状況である中で、むつ

市では近隣の町村と共に下北半島の風光明媚な観光資源を活用し、平成 28 年 9 月に

日本ジオパークの認定を受けたことにより、地域の観光資源の掘り起こしが活発化し

ており、観光及び交流人口の増加が期待されている中で、今後商工会が行政や各団体

と連携して「下北ジオパーク」を盛り上げ、その波及効果により地域経済に活力を生

み、やがては小規模事業者への支援になるような仕組みづくりを考えていくことが課

題である。 

 

（２）事業内容 

 

  ①かわうち・わきのさわまちづくり協議会の設置 

   川内・脇野沢地区の活性化を目指し設置する。それぞれの団体の取り組みについ

て情報を共有し、地域経済の活性化策についてテーマを設け検討・意見の共有を図

り、各事業の効果的な取り組みの有効性をＰＤＣＡサイクルで検証しながら進め

る。また、下北ジオパークによる取り組みについても情報共有を図り、新しい観光

商品として協議会の中で地域活性化に向けた議論を行う。（年 2回開催） 

   構成機関として、むつ市、むつ市川内町商工会、川内町観光協会、むつ市脇野沢

地区観光協会、川内町漁業協同組合、脇野沢村漁業協同組合、青森県信用組合川内

支店、商工業者（道の駅他小規模事業者）を予定する。 
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  ②かわうち・わきのさわブランドの確立と商品開発 

   基幹産業である漁業の主力品であるホタテ、ナマコ、タラに関しては水揚げ直後

に地域外の卸業者及び加工業者が配送するため、地域内での商品化されることが少

ない。本計画では、地域資源である上記海産物の加工技術や商品開発を行い新たな

地域特産品を生み出す取り組みを行う。 

   開発にあたっては、むつ市と地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブラ

ンド研究所の協力の下で取り組み、年に 2回開催している下北ブランド開発推進協

議会の中で、開発した商品についてアドバイスをもらい商品開発の改善等に生かし

ていく。 

   協議会は、下北地域の食品加工業者、むつ市漁業協同組合他・十和田おいらせ農

業協同組合及びその関連組織、木工業者、むつ商工会議所をはじめとする商工団体、

観光団体、物産販売団体等、行政機関（個人及び団体）83団体で構成されている。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

9．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

  

（１）現状と課題 

     これまでは、地域経済の活性化や経営改善普及事業についての情報交換は行っ

てきたものの、その内容については限られた中での表面的な情報共有に留まって

いたことから、小規模事業者に対する問題解決策等の選択肢に広がりが少ない状

況にあった。今後は、幅広く有効な情報交換を行うために、定期的な会議の場を

設けるとともに、小規模事業者に対する支援力の強化のために、積極的に他団体

が開催する研修会等に出席し、スキルアップを図る。 

 

（２）事業内容  

①青森県商工会連合会、青森県よろず支援拠点が主催する経営支援推進会議等に

経営指導員等が年 3 回以上出席し、支援ノウハウ、支援の現状、支援上の問題

等について情報交換を行い、当地域における経営発達支援事業を実施するうえ

での支援力の向上を図り、支援方法の見直しや改善への判断材料とする。 

 

②むつ市、青森県信用組合川内支店、日本政策金融公庫青森支店等と「金融懇談

会」を年 1 回新たに開催し、地域の経済動向や小規模事業者に対する金融、創

業、経営支援の現状や課題、今後の取組みについて情報交換を行うことにより、

地域の小規模事業者への金融面からみた支援の向上を図る。 

 

③地域支援事業の成果を高めるため、むつ市、むつ市川内町商工会、川内町観光

協会、むつ市脇野沢地区観光協会、川内町漁業協同組合、脇野沢村漁業協同組

合、青森県信用組合川内支店、商工業者（道の駅他小規模事業者）等の市内各

種団体と「まちづくり」に関する地域の問題・課題について情報交換を年２回

開催し、地域の活性化を進めるうえでの基盤整備を行い当地域における経営発

達支援事業を実施するうえでの支援力の向上を図り、支援方法の見直しや改善

への判断材料とする。 
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10．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  

（１）現状と課題 

これまでは、青森県商工会連合会が実施する職種、職階別の研修会に職員がそれ

ぞれ参加し、参加者個人の知識取得が中心で、職員間での情報共有する機会も少な

く、支援ノウハウの共有を行っていないため、小規模事業者を支援する能力の向上 

や組織としての共有の在り方に課題があった。今後は商工会が一丸となって小規模

事業者支援に当たっていく必要性があり、経営指導員のみならず全職員が高い意識

を持ち、資質向上に努めレベルアップしていくことが重要である。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

 経営指導員及び一般職員の支援能力の一層の向上のため、青森県商工会連合会

が主催する経営指導員研修や中小企業基盤整備機構が主催する大学校研修及び

小規模事業者支援研修に参加し、小規模事業者の経営改善・事業計画策定支援

能力の向上を図る。特に従来の金融、税務を主体とする研修から、今後は事業計

画の策定及び販路開拓など高度なスキルの習得を目指す。 また、全国商工会連

合会で実施するＷＥＢ研修は支援メニューも豊富であり経営指導員のみならず

全職員も受講し、より実践的な支援事例などの情報収集に努め実践に役立てる。 

 

②ＯＪＴ制度の導入 

支援経験の豊富な経営指導員と一般職員とがチームを組成し、巡回指導や窓

口相談の機会を活用したＯＪＴを積極的に実施し、組織全体としての支援能力

の向上を図る。 

 

③職員間での情報・知識の共有と蓄積 

組織内で経営指導員と一般職員による定期的なミーティング（月１回、年１

２回）を開催し意見交換等を行い、組織内で講習会等の研修内容や経営支援ノ

ウハウの共有を図るとともに、支援した小規模事業者の支援内容や分析内容等

のデータは、全国商工会連合会で運用する「経営支援システム」の経営カルテを

作成し、データ化できるものはデータベースとして蓄積・活用する。  

  

11．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

  

（１）現状と課題 

   これまでは、年１回の監査会の際に限られた時間の中で、会長立ち会いのもと監

事２名による成果確認を受けるのみで、個々の事業を詳細に評価する機会がなく、

見直しも担当する職員任せで確実な改善が図られていなかった。これからは、数値

目標に基づく進捗管理や、評価・検証する機会を設け事業の共有を図ることが必要

である。 
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（２）事業内容 

 

○当会の理事、むつ市産業雇用政策課長（担当課長）、法定経営指導員、外部有識者

として中小企業診断士、青森県信用組合川内支店長等をメンバーとする「協議会」

を年２回開催し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。    

 

○当該協議会の評価結果は、理事会にフィードバックした上で、事業実施方針等に

反映させるとともに、ＨＰ及び会報へ掲載（年２回）することで、地域の小規模

事業者等が常に閲覧可能な状態とする。  
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

 

（令和４年４月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市

町村の経営発達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同

体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に

規定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

   ■氏 名： 今 魁平 

   ■連絡先： むつ市川内町商工会 TEL0175-42-2301 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

   経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管

理、事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

  

①商工会   〒039-5201 青森県むつ市川内町川内 115-9 

              むつ市川内町商工会 

              TEL0175-42-2301 FAX0175-42-3944 

              E-mail skawauti@sweet.ocn.ne.jp 

 ②関係市町村 〒035-8686 青森県むつ市中央 1-8-1 

              むつ市経済部産業雇用政策課 

              TEL0175-22-1111 FAX0175-22-1373 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                                                         

（単位：千円） 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

必要な資金の額 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

 Ⅰ.経営発達支援事業の内容 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

    
①地域の経済動向に関する

こと 
100 100 100 100 100 

    
②経済状況の分析に関する

こと 
150 150 150 150 150 

    
③事業計画策定支援に関す

ること 
150 150 150 150 150 

    
④事業計画策定後の実施支

援に関すること 
50 50 50 50 50 

    
⑤需要動向調査に関するこ

と 
50 50 50 50 50 

    
⑥新たな需要の開拓に寄与

する事業に関すること 
500 500 500 500 500 

               

Ⅱ.地域の活性化に資する取組 50 50 50 50 50 

調達方法 

 

国補助金、県補助金、市補助金、自己資金（会費、各種手数料収入） 
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（別表４） 

経営発達支援計画を共同して作成する商工会及び商工会議所及び関係市町村以外の者を 

連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあたっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 

 

 

 


